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平成 31 年第 1 回 
トヨタ自動車新研究開発施設に係る環境監視委員会 

＜会議録＞ 
 
１ 日時 
  平成 31 年 3 月 11 日（月） 午後 1 時 30 分～午後 3 時 35 分 
 
２ 場所 
  名古屋国際センター 別棟ホール 
 
３ 報告 
（１）平成 30 年第 2 回委員会における指摘事項及びその対応 
（２）各種計画書に基づく取組状況（平成 30 年次） 
 
４ 議事 
（１）環境調査報告書（平成 30 年次版） 
（２）事後調査報告書（平成 30 年次版） 
 
５ 配布資料 
・ 平成 30 年第 2 回環境監視委員会（平成 30 年 10 月 9 日）における指摘事項及びその対応 [資

料 1] 
・ 各種計画書に基づく取組状況（平成 30 年次）（案） [資料 2] 
・ トヨタ自動車新研究開発施設に係る環境調査報告書（平成 30 年次版）（案） [資料 3] 

            一部非公開 
・ 豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業環境影響評価に係る事後調査報告書（平成 30

年次版）（案） [資料 4] 
 
６ 出席者 
（１）委員（五十音順） 

大畑 孝二 委員 （公益財団法人日本野鳥の会施設運営支援室室長） 
織田 銑一 委員 （元名古屋大学教授） 
北田 敏廣 委員 （豊橋技術科学大学名誉教授） 
鷲見 哲也 委員 （大同大学准教授） 
芹沢 俊介 副委員長 （愛知教育大学名誉教授） 
高橋 伸夫 委員 （愛知県野鳥保護連絡協議会議長） 
谷口 義則 委員 （名城大学准教授） 
成瀬 治興 委員長 （愛知工業大学名誉教授） 
柳澤 紀夫 委員 （公益財団法人山階鳥類研究所評議員） 

 
（２）事務局 

愛知県企業庁、トヨタ自動車株式会社 等 
 



 ‐2‐ 

（３）傍聴人等 
傍聴人 0 名 

 
７ 会議の概要 
（１）開会 
 
（２）報告 
ア 平成 30 年第 2 回委員会における指摘事項及びその対応 
・資料 1 について、事務局から報告した。 
 

イ 各種計画書に基づく取組状況（平成 30 年次） 
・資料 2 について、事務局から報告した。 
＜質疑応答＞ 
（芹沢副委員長）地域との連携・協働の実施内容について、それぞれのイベントの参加者数

は何人か。参加者数は非常に重要な情報なので、最終的に公表する段階では、

人数を入れておいて欲しい。また、主に子供を対象としていると思うので、

子供と大人に分けて人数を書いておく方が良い。 
（事 務 局）  ご指摘のとおり、イベント毎の参加者数を整理して記載する。 
 
・各種計画書に基づく取組状況（平成 30 年次）について、委員の承認を受け、今後も引き

続き現在の各種計画書に基づく取組を継続することとなった。 
 
（３）議事 
ア 環境調査報告書（平成 30 年次版） 
イ 事後調査報告書（平成 30 年次版） 
・資料 3 及び資料 4 について、事務局から説明した。 
・資料 3 の一部に希少な動植物の位置情報が含まれていることから、成瀬委員長が会議の非

公開について委員に諮り、当該部分の審議に限り、会議を非公開とすることとした。 
＜質疑応答＞ 
（北田委員）  大気質のうち NO2及び SPM については、環境基準を大幅に下回る値であ

り問題ない。一方、本事業では環境監視の対象になっていないが、PM2.5
については環境基準にかなり近い値となっている可能性がある。PM2.5 の環

境基準は、「1 年平均値 15μg/m3以下 かつ 1 日平均値 35μg/m3以下」

であり、また、SPM と PM2.5 の各濃度の関係については、概ね SPM の 7
割程度が PM2.5 の値となる。そのため、現状のように SPM については環境

基準を大きく下回る場合でも、PM2.5 は環境基準を超過してしまう可能性が

ある。SPM と PM2.5 の各濃度の関係には地域特性もあるはずなので、平成

31 年次の調査で、大気質の測定時に PM2.5 も同時に四季で測定してはどう

か。 
（成瀬委員長） 私も必要なデータだと考える。 
（事 務 局）  PM2.5 に係る調査については、以前にも北田委員から意見を頂いており、

直近では、工事中の建設機械の稼働等に伴う SPM 排出量がピークとなる時
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期に PM2.5 を測定する予定としている。現時点の予測では、調査は平成 32
年次以降に行う予定である。 

 
（柳澤委員）  事後調査報告書 60 ページに、工事前と現在の航空写真が載っているが、

造成した裸地へ雨が降ったため、平成 30 年次も濁水が周辺河川に流出して

しまったのだと考える。水質の調査結果に対する工事側の対応については、

調整池の堤体の早期完成など、説明のとおりで結構である。一方、生物の立

場から言うと、濁水が周辺河川に流出したその前後に爬虫類、両生類、底生

動物等の調査がされていれば変化を見ることができたが、そのような調査を

したか、教えて欲しい。 
（事 務 局）  濁水が評価指標値を超えた時に、生物の調査は実施していない。しかし、

平成 28 年次に実施した相調査の結果を見る限りでは、魚類等の種構成及び

種の出現状況等について、工事前と比べて大きな変化はなかった。また、相

調査は 5 年毎に行う予定であり、今後も引き続き調査を行うため、その結果

から、生物への影響が多少なりともわかるのではないかと考えている。 
（柳澤委員）  これだけ環境が変わると、元々は林に落ちていた雨が、これからはコンク

リートの上に落ちることとなり、すぐに流出してしまう。その結果、徐々に

乾燥してくることも考えられるので、土壌動物等は少しずつ変化が出てくる

かもしれない。 
（北田委員）  樹林地から草地等へ地表面の状況が変わると、当然、太陽光に対する地表

面の応答が変わる。例えば、夏の日中はかなり温度が上がるが、夜間や冬に

なると放射冷却がより促進され地表面近くでかなり気温が下がる。それは当

然、周辺の環境にも影響するため、様々な生物が影響を受けるだろう。将来

との比較という意味で考えると、改変区域の周辺で生物に関する調査を実施

し、このような変化がどう影響するかを調べることは意義がある。 
（高橋委員）  残された環境の中で、様々な生物が生息・生育できる環境を創出すること

を考えないといけない。新東名高速道路では、サシバの餌となるトカゲやヘ

ビ等の生息場所の創出等、様々な措置を実施したので、そのようなことも提

案したい。 
（成瀬委員長） 事務局は、委員からの提案を次の調査等に活かしていくように努めて欲し

い。 
（事 務 局）  現状のアセスメントの枠組みにおいても、相調査や環境保全措置実施地区

における事後調査等が計画されている。追加調査等については、各委員と相

談し、助言を頂きながら検討したい。 
 

（織田委員）  事業地及びその周辺のシカとイノシシの問題について、獣害対策フェンス

を事業地境界全域に設置することになったので、今後、内外の出入が制限さ

れることとなるが、事業地内のイノシシやシカにとっては天国になる可能性

もある。個体数が増えれば動物相として豊かになったと言えるかもしれない

が、獣害の観点からすれば問題なので、できれば今のうちに、周囲を囲った

ところの生息数を把握できないか。例えばドローンを飛ばして、赤外線で把

握するという方法でも良いので、どこかのタイミングで調査する必要がある

と考える。愛知県の第二種特定鳥獣管理計画の中でも、鳥獣管理のための指
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定管理制度を含めて、今後、検討がされると思うが、事前に駆除のことまで

含めて検討しておいた方が良い。 
（高橋委員）  愛知県鳥獣保護管理員の立場から話をしたい。新東名高速道路の場合、中

に残ったシカが 3 頭いて、最終的には車に当たって、それ以降一切事故はな

くなっている。対象事業実施区域内には、高速道路よりもスピードを出して

走るテストコースがあるので、シカやイノシシ等の大型哺乳類は完全に駆除

しないといけない。あるいは、テストコースの周りに、新東名高速道路に張

ってあるような高くて頑丈な柵を全部に張らなければいけない。小型のタヌ

キやウサギ等も、テストコースの中で車両に当たると大変な事故になるので、

そのような動物も入らないようにする措置が必要である。きちんと対応して

おかないと後で大変なことになるので、そのようなことに関しても提案して

いきたい。 
（事 務 局）  ニホンジカについて、毎年次、糞塊法の調査を実施している。ただし、糞

塊密度とシカの生息個体数の関係は推測が難しい。その点も含めて、織田委

員と相談しながら糞塊法の調査を継続して実施していきたい。また、ドロー

ンを使った個体数調査も検討中である。 
 

・資料 3 の非公開情報について審議された。 
 
（成瀬委員長） 環境調査報告書及び事後調査報告書を承認してもよろしいか。 
（各 委 員）  承認する。 

 
（４）閉会 
 

以上 


